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東京交流会を開催し鈴鹿市
シティセールス特命大使を

委嘱しました
企画課　  382-9038　  382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

　本市では、平成19年7月策定の

｢すずかブランドと・き・め・き戦

略｣に基づき、本市の魅力を多く

の方に知っていただくため、シ

ティセールスを推進しています。

　その一環として、10月14日

㈭に東京都新宿区の京王プラ

ザホテルで、本市ゆかりの首

都圏在住者と本市の在住者と

の交流会を開催し、その席上

で、新たに本市出身の女優、タ

レント、歌手である加藤紀子

さんに、｢鈴鹿と・き・め・きエ

ンターテイメント大使｣を委

嘱しました。今後、加藤さんに

は、本市の魅力を広く発信し、

｢鈴鹿｣のイメージアップを

図っていただきます。

納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課　  382-9008　  382-7660
　nozei@city.suzuka.lg.jp

◆休日窓口

と　き　11月28日㈰　9時～

16時30分

◆夜間窓口

と　き　11月29日㈪、30日㈫

　17時15分～20時

ところ　いずれも納税課(市

役所本館2階)

内　容　いずれも市税の納付、納

税相談、口座振替の手続きなど

※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。

市議会をテレビ中継します
議事課　  382-7600  　382-4876

　giji@city.suzuka.lg.jp

　12月定例会での一般質問を、

ケーブルネット鈴鹿(デジタ

ル122ch)で生放送します。

と　き　12月2日㈭、3日㈮、6

日㈪、7日㈫　10時から当日

の会議終了まで

※本会議や常任委員会、議会運営

委員会、特別委員会および全員

協議会は傍聴できます。

※日程は、市役所の掲示板と市議

会のホームページに掲載しますが、

日時が変更になる場合がありま

すので、傍聴する場合は事前に

議会事務局へご確認ください。

電話 電子メール ホームページ ファクス 
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コンプライアンス
推進大綱を制定しました
企画課　  382-9038  　382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

　市民に信頼される市政運営

を推進するため、11月1日㈪、

コンプライアンス推進大綱に

おいて基本方針と行動規範を

定めました。基本方針では、コ

ンプライアンスを｢市民に信

頼される市政運営を推進する

ために、取り巻く環境の変化を

敏感に察知し、法令や社会的

規範の遵守のみならず、その

背後にある社会的要請を探知

し、それらを常に見据えながら

創造的かつ自律的に職務を遂

行し、組織が一体となって、生

き生きと活動すること。｣と定

義しました。また、コンプライ

アンスに関して最低限必要と

なる基本的項目として、職員

が常に意識すべき5つの行動

規範を掲げました。

　今後は、コンプライアンス

の計画的な推進を図るため、

毎年推進計画を定めて、コン

プライアンス構築に向けた取

り組みを実施していきます。

◆コンプライアンス行動規範

一　市民の視点に立って、市

民全体の利益を考え、行動

します。

一　公私にわたり、高い倫理

観を持って行動します。

一　自己研さんに励み、創造的

かつ自律的に行動します。

一　法令等を遵守し、不正を

許さず、公平かつ公正に行

動します。

一　情報をわかりやすく伝え、

　丁寧な説明を心がけ、行動

します。

平成23年度採用市職員を
募集します

人事課　  382-9037　  382-2219
　jinji@city.suzuka.lg.jp

募集職種　労務職員(調理員)

対　象　昭和50年4月2日以降

生まれで、調理師免許を取

得または平成23年3月末日

までに取得見込みの方

※外国籍の方は、永住者または特

別永住者の在留資格が必要です。

※地方公務員法第16条欠格条項に

該当しないことが条件です。

内　容　学校、保育所での給

食の調理など

定　員　2人程度

※採用予定数については、今後の

採用計画などの見直しにより変

更されることがあります。

申込み　11月22日㈪から12月

3日㈮(土・日曜日、祝日を除

く8時30分から17時15分、郵

送の場合は12月3日17時15

分到着分まで有効)に、｢職

員採用試験申込書｣を人事

課へ

※採用試験申込書は、直接または

郵便で人事課へ請求してくださ

い。郵便の場合は、封筒の表に朱

書きで｢希望職種｣と｢職員採用

試験申込書希望｣と記入の上、

返信用封筒(あて先を記入し、90

円切手をはった12cm×23cm程

度)を同封し、〒513-8701　人事

課人事研修グループへ。また、市

ホームページ｢職員採用｣(　　

http://www.city.suzuka.lg.jp/gyose

i/jinji/saiyou/index.html)から申込

書を入手することもできますの

でご利用ください。

◆第1次試験

と　き　12月18日㈯　9時

から

ところ　市役所本館12階

臨時職員の登録者を
募集します

人事課　  382-9037  　382-2219
　jinji@city.suzuka.lg.jp

子育て支援課　  382-7606  　382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

学校教育課　  382-7618　  382-9054
　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

　一般的な事務補助を行う臨

時職員の登録者を随時募集し

ています。希望者は臨時職員

登録申込書を人事課へ提出し

てください。登録者の中から

必要の都度、勤務条件や経験

などを考慮して雇用させてい

ただきます。また、公立保育所

の臨時保育士・給食調理員・延

長補助員(子育て支援課)、小

学校の給食調理員、小・中学校

の介助員、公立幼稚園・小・中

学校の講師(学校教育課)も随

時募集しています。詳しくは、

子育て支援課または学校教育

課へお問い合わせください。

夜間断水・洗管作業を
行います

工務課　  368-1678　  368-1688
　komu@city.suzuka.lg.jp

　9月27日㈪、28日㈫に牧田

地区、11月1日㈪、2日㈫には、

国府・庄野・牧田地区を中心

に市内各所で濁り水が発生

し、市民の皆さんには大変ご

迷惑をおかけしましたこと

をおわび申し上げます。

　今後の濁り水の発生を抑え、

 

※臨時職員登録申込書は、市ホーム

　　ページ(　　http://www.city.suzuka.

　　lg.jp/gyosei/jinji/saiyou/index7.

　　html)から入手できます。
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安全でおいしい水を供給する

ために水道管内の洗管作業と

それに伴う断水を行います。

なお、洗管作業中(11月28日深

夜から29日朝)や洗管作業後に

管内の水流の変化などで濁り

水が発生し、ご迷惑をおかけす

る場合もあります。あらかじめ

飲料水のくみ置きをしていただ

き、洗濯などにも注意していた

だくようお願いします。また、洗

管作業エリア外でも、作業の影

響により濁り水が発生し、ご迷

惑をおかけする場合があります

ので、併せてご注意ください。

◆作業区域　飯野地区：道伯

三・四丁目の一部、牧田地

区：阿古曽町のすべて、算所

一・二丁目、算所町、大池一

丁目のそれぞれ一部

◆と　き　11月28日㈰　23時

～29日㈪　5時30分

12月3日から9日は
｢障害者週間｣です

障害福祉課　  382-7626  　382-7607
　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　「障害者週間」は、国民の間

に広く障がい者の福祉につい

ての関心と理解を深めるとと

もに、障がい者が社会、経済、

文化その他あらゆる分野の活

動に積極的に参加する意欲を

高めることを目的として、平

成16年に定められました。　

　障がい者は、何よりもまず

社会に存在するひとりの人間

であり、その特徴の一つが心

身の機能に障がいのあること

であり、障がいのあることは

人間の本質や価値にかかわる

ものではありません。障がい

者を取り巻く問題は、個人の

心身の機能障害よりも、個人

と社会の環境によるものが大

きくなっています。現実に、障

がい者が自由に社会参加して

いくには、まだ多くのバリア

が存在しています。こうした

障がいや障がい者に対する理

解を深めることで制度や心の

バリアを取り除き、障がい者

も社会参加や自立生活をめざ

す積極的な行動をとることで、

本当に心の通う社会が形成さ

れていきます。

　すべての方が、共に幸せに

暮らしていくことを｢当たり

前｣のこととするために、ノー

マライゼーションの理念の浸

透を図り、障がいのあるなし

にかかわらず、すべての方が

バリアを感じない社会の実現

に向けて取り組んでいく必要

があります。

◆平成22年度上半期業務の概況

　給水戸数は9月30日現在8万724戸

です。また、上半期の総配水量は

1,316万7,143㎥、一日平均配水量は7万

1,952㎥で、昨年度の上半期に比べる

と2.97％減少しています。

◆平成22年度上半期工事請負費の執行状況

○配水管布設・移設工事など　8,763万円

○第5期拡張事業に伴う配水管布設工事など　3億8,361万円

○配水管布設替工事など　3,756万円

水道事業の業務状況をお知らせします   水道総務課　  368-1674　  368-1688　  suidosomu@city.suzuka.lg.jp

※詳しくは、市水道局のホームページ(　　　http://www.city.suzuka.lg.jp/

　　suido/index.html)をご覧ください。

区　　分

収 益的収入

収 益的支出

資本的収 入

資本 的支出

区　　分

収 益的収入

収 益的支出

資本的収 入

資本 的支出

営 業 費 用

営業外費用

特 別 損 失

当年度純利益

計

30億2,879万円

5億7,631万円

1,574万円

2億2,092万円

38億4,176万円

営 業 収 益

営業外収益

計

37億5,957万円

8,219万円

38億4,176万円

予算現額

39億6,700万円

38億1,900万円

13億7,563万円

37億2,512万円

執行額

19億4,919万円

16億6,301万円

9,152万円

11億963万円

予算額

40億7,500万円

39億3,600万円

12億285万円

30億6,875万円

決算額

40億3,013万円

37億8,821万円

7億1,254万円

19億6,030万円

平成22年度予算の執行状況(平成22年9月30日現在) 平成21年度水道事業損益計算書（平成21年4月1日〜平成22年3月31日）

平成21年度水道事業貸借対照表（平成22年3月31日現在）
平成21年度決算状況(平成22年3月31日現在)

借　　　方 貸　　　方

固 定 資 産

流 動 資 産

計

414億3,894万円

51億6,830万円

466億724万円

固 定 負 債

流 動 負 債

資 本 金

剰 余 金

計

7億1,998万円

2億7,113万円

242億5,745万円

213億5,868万円

466億724万円

借　　　方 貸　　　方

※収益的収入・支出：水道事業の管理・運営に関する収入・支出
※資本的収入・支出：水道施設の建設・改良などに関する収入・支出

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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公立保育所の
嘱託保育士を募集します

子育て支援課　  382-7606　  382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　昭和29年4月2日以降

生まれで、保育士資格を取

得しており、平成23年1月か

ら勤務できる方

募集人員　4人程度

申込み　11月24日㈬から12月10

日㈮(土・日曜日を除く8時30

分～17時15分)までに、採用試

験申込書に必要事項を記入の

上 、直 接または 郵 送で 、

〒513-8701　子育て支援課へ

※採用試験申込書は、直接または

郵送で子育て支援課へ請求して

ください。郵送の場合は、封筒の

表に朱書きで｢嘱託職員採用試

験申込書希望｣と記入の上、返

信用封筒(あて先を記入し、90円

切手をはった12cm×23㎝程度)を

同封してください。

※臨時保育士の登録も随時受け付

けています。

◆採用試験　

と　き　12月19日㈰

建築業退職金共済制度の
ご利用を

産業政策課　  382-8698　  382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　建築業退職金共済制度は、

建設現場で働く労働者のため

に、国によって設けられた退

職金制度です。事業主は、現場

で働く労働者の共済手帳に働

いた日数に応じて掛金となる

共済証紙をはり、その労働者

が建設業界で働くことをやめ

たときに、建退共から退職金

が支払われます。この制度の

特徴は下記のとおりです。

○安全、確実で、申し込み手続

きが簡単です。　　　

○経営事項審査で加点評価の

対象となります。

○掛金は事業主負担ですが、

法人は損金、個人では必要

経費として扱われ、税法上

全額非課税となります。ま

た、掛金の一部を国が助成

します。

○事業主が変わっても、退職

金は企業間を通算して計算

されます。

掛　金　日額310円

人権擁護委員にご相談を
人権政策課　  382-9011　  382-2214

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

みんなで築こう　人権の世紀

～考えよう　相手の気持ち

育てよう　思いやりの心～

　12月4日㈯から10日㈮は人

権週間です。近所や家庭内の

もめごと、いじめや体罰、職場

でのセクハラ、DVなどでお悩

みの方は、下記の人権擁護委

員や相談所へお気軽にご相談

ください。相談は無料で、秘密

は厳守します。

◆人権擁護委員(敬称略)

　一見靖子(岸岡町)、岸勝驥

(八野町)、嶋かをり(柳町)、松

永紀美子(稲生西三丁目)、益

川博光(五祝町)、中尾征郎(小

田町)、髙野栄子(小岐須町)、

山尾教雄(江島町)、小川由美

子(中瀬古町)、神﨑佳代子(若

松北一丁目)、濵野勇夫(加佐

登四丁目)、林義智(高岡町)

◆特設人権相談

と　き　12月3日㈮　10時～

15時

ところ　鈴鹿ハンター

問合せ　津地方法務局人権擁

護課(　 059-228-4193)

相続などにかかる生命
保険契約などに基づく
年金の税務上の取り扱いが
変更となりました

市民税課　  382-9446　  382-7604
　shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　遺族が年金として受給する

生命保険金のうち、相続税の

課税対象となった部分につい

ては、所得税の課税対象にな

らないとする最高裁判所の判

決がありました。これにより、

平成17年分から平成21年分ま

での各年分について所得税が

納めすぎとなっている方につ

いては、その納めすぎの所得

税が還付されますので、必要

な手続き(更正の請求、確定申

告など)をお願いします。

※平成17年分については、平成22

年12月末が還付できる期限とな

る場合がありますので、お早目の

手続きをお願いします。

※受け取った年金の受給権が相続

税や贈与税の課税対象となる　

場合は、実際に相続税や贈与税

の納税額が生じなかった方も対

象となります。

 

問合せ　建退共三重支部(　

  059-224-4116　 http://www.

  kentaikyo.taisyokukin.go.

  jp/)

※変更の対象者や所得税の還付の

　　手続きについて詳しくは、国税庁

　　ホームページ(　　http://www.nta.

　　go.jp/)をご覧いただくか、鈴鹿税

　　務署(　 382-0351(代)音声案内に

　　したがって｢0｣を選択)にお問い合

　　わせください。
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女性のための法律相談を
行っています

男女共同参画課　  381-3113  　381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　離婚や相続など女性からの

法律相談に対し、女性弁護士

がアドバイスします。

※電話相談で内容を整理した後、法律

相談の予約をとっていただきます。

○電話相談　 381-3118(毎週

金曜日10時～16時、第2・4火

曜日13時〜17時)

○法律相談　第1水曜日13時～16

時30分、第3水曜日10時～15時

考古博物館サポート会講演会
考古博物館　  374-1994  　374-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　   http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　11月28日㈰　14時から

ところ　考古博物館講堂

内　容　｢大垣市の文化財の

活用－国分寺跡・文教のま

ちの振興について－｣

講　師　長沢均さん(大垣市

歴史民俗資料館館長)

主　催　考古博物館サポート会

プラネタリウム・クリスマス
特別投映～太陽系の起源を
探る｢はやぶさ｣～

文化会館　  382-8111  　382-8580

　太陽系の起源を知る手がかり

を得るため、2003年5月に打ち上

げられた小惑星探査衛星｢はや

ぶさ｣。小惑星イトカワのサンプ

ルリターン中に起きたイオンエ

ンジンの故障など、多くの困難

を克服しながら、60億㎞を7年

かけて飛行し、地球に生還した

その奇跡的な事象について、星

の映像を交えて投映します。

と　き　12月23日㈭　10時30分

～11時30分(10時開場)、13時

30分～14時30分(13時開場)、15

時30分～16時30分(15時開場)

定　員　各回150人(先着順)

※11月27日㈯10時から、文化会館で

希望時間の整理券を配布します。

参加費　無料

※中学生以下は保護者同伴でお願

いします。

※当日の一般・団体番組の投映は、

特別投映のため休止します。

鈴鹿市日本語教育フォーラム
人権教育課　  382-9030  　383-7878
　jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp

　本市における外国人児童生

徒の教育にかかわるこれまで

の取り組みや成果を報告する

とともに、参加者の皆さんと

日本語教育の推進について交

流を行います。

と　き　11月27日㈯　10時～16時

ところ　鈴鹿医療科学大学白

　子キャンパス講堂

内　容　第1部：外国人の受け

入れと多文化共生社会の構

築(あいさつと記念講演)、

第2部：外国人児童生徒の日

本語指導(基調報告とパネ

ルディスカッション)

申込み　電話、ファクス、電子

メールで人権教育課へ

伊勢型紙彫刻体験会
産業政策課　  382-9045  　382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学4年生以上の方

と　き　12月5日㈰　10時～

12時、13時～16時

ところ　伝統産業会館

内容・定員　干支・ミニ色紙作

り(50人)、干支・カレンダー

作り(100人)

※いずれも先着順です。

参加料　無料

問合せ　伊勢型紙彫刻組合

　坂(　382-3441)

　犯罪被害者は、犯罪による直接的な被害だけではなく、

被害直後もさまざまな問題に苦しめられます。被害者が抱

える問題の中で最も深刻なものが精神的被害です。見た

目はしっかりしているようでも、感情がまひして無気力、無

感動になったり、理由もないのに突然心臓がドキドキする

方もいます。この機会に被害者が置かれている状況に心

を傾け、被害者のために何ができるか考えてみませんか。

◆被害者相談窓口

○公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター

受　付　平日10時～16時

○三重県警察本部広聴広報課被害者支援室(　059-222-0110)

受　付　平日9時～17時

11月25日から12月1日は
｢犯罪被害者週間｣です

警察告知板  鈴鹿警察署鈴鹿警察署鈴鹿警察署 380-0110380-0110380-0110

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

                                            (　 

  059-221-7830　 059-227-4755　 http://www18.ocn.

　ne.jp/~mie-hhsc/)   
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中村晋也さん寄贈作品
｢春に奏でる｣除幕式

文化課　  382-9031　  382-9071
　bunka@city.suzuka.lg.jp

　平成19年度に文化勲章を受

章された彫刻家の中村晋也さ

んから寄贈される作品の除幕

式を行います。また、除幕式に

先立ち、鈴鹿をご自身のふるさ

とと思っていただいている中村

さんと本市との結びつきをたど

る写真展を同時開催します。

◆除幕式

と　き　12月1日㈬　10時30

分から

ところ　市役所本館1階市民

ロビー

※式典後、ミニコンサートを行います。

◆写真展｢中村晋也氏とふる

さと鈴鹿｣

と　き　11月25日㈭～12月3日㈮

ところ　市役所本館1階市民

ギャラリー

第23回鈴鹿花き温室組合
品評会・即売会

農林水産課　  382-9017  　382-7610
　norin@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿亀山地域で生産農家が

丹精込めて育てた見事なラン

や各種鉢花、色とりどりの観

葉植物、花苗、バラなど、特に

優れた入賞作品を展示します。

また、生産者による即売会も

開催します。

と　き　12月4日㈯　10時～

20時、5日㈰　10時～18時

ところ　鈴鹿ベルシティセン

ターコート

◆新春の花の即売会

と　き　12月28日㈫～30日㈭

10時～20時(30日は17時まで)

ところ　鈴鹿ベルシティセン

ターコート

問合せ　鈴鹿花き温室組合組

合長　藤田政也(　374 -

4108)

鈴鹿市つどいの広場事業
｢トゥインクル｣

第4回ユースボランティア
養成講座

子育て支援課　  382-7661　  382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　トゥインクルでは、主に乳

幼児(0～3歳)を持つ親とその

子どもが気軽に集い、打ち解

けた雰囲気の中で語り合い、

交流を図ることや育児に役立

つ講座の開催、育児相談など

を行えるような場所の提供を

行っています。現代の若者の

多くが幼い子どもと触れる機

会がなく大人になっていく中

で、少しでも触れ合う場を提

供していきたいと考え、受講

生を募集します。

対　象　市内に在住または通

学中の中学生から大学生

とき・内容　12月12日㈰　13

時30分～15時30分　｢オリ

エンテーション｣、19日㈰

　10時～12時　｢色作りワー

クショップ｣、1月8日㈯　13

時30分～15時30分　｢赤

　ちゃんと出会ってみよう｣、

29日㈯　13時30分～15時

30分　｢命の授業｣、2月6日

㈰｢ハッピーデー‘6｣参加、

19日㈯　13時30分～15時

30分　｢まとめ～こどもの

権利とは～｣

ところ　トゥインクルほか

講　師　助産師ほか　　

定　員　10人(先着順)

受講料　無料　

申込み　電話またはファクス

で、〒513-0817　桜島町6丁

目20-3　つどいの広場トゥイ

ンクル(こどもサポート鈴鹿

内　  ・　 383-1322)へ

※事前申し込みが必要です。

※全講座を受講された方には修了

証を発行します。また、講座終了

後トゥインクルのボランティアス

タッフとして登録することができ、

長期の休みなどに希望の方は、

ボランティアをしていただくこと

もできます。なお、全講座を受講

できない方はお電話ください。

パソコン講座
市政情報課　  382-9003　  382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　11月26日㈮(平日10

時～18時)から、電話で｢す

ずかのぶどう｣ (　・　   

387-0767　  387-0764)へ

とき・内容　パソコン初心者

を対象に、オフィス2003を

使用して、いずれも3時間講

習を2日間行います。

◆午前の部：9時30分から

○基礎1　12月4日㈯と5日㈰、

12月16日㈭と17日㈮

○ワード基礎　12月7日㈫と8日㈬

○エクセル基礎　12月11日㈯

と12日㈰

◆午後の部：13時30分から

中村晋也さん
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○基礎2　12月7日㈫と8日㈬

○年賀状　12月4日㈯と5日㈰

○ワード応用　12月11日㈯と

12日㈰

○エクセル応用　12月16日㈭

と17日㈮

ところ　図書館2階視聴覚室ほか

定　員　各10人(先着順)

参加料　3,000円(教材費別途

必要)

鈴鹿地域職業訓練
センター(1月)

産業政策課　  382-8698  　382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

申込み　鈴鹿地域職業訓練セ

ンター(　 3 8 7 - 1 9 0 0 　

http://www.mecha.ne.jp/~

suzukatc)

※受講開始日の1カ月前から受け

付けを行います。

※講座によっては、申込み時に必要

な書類などがありますので、事前

に同センターへお問い合わせく

ださい。

◆低圧電気取扱特別教育

と　き　1月12日㈬、13日㈭　

8時30分～17時

受講料　1万円(別途教材費

600円必要)

◆Word初級(ワープロ初級)

と　き　1月12日㈬、13日㈭　

9時～16時

受講料　4,000円

◆玉掛技能講習

と　き　学科：1月17日㈪、18

日㈫、実技：1月19日㈬から

21日㈮の間で選択受講　9

時～17時　

受講料　1万円(別途教材費

1,500円必要)

◆Excel初級(表計算初級)

と　き　1月18日㈫、19日㈬　

9時～16時

受講料　4,000円

平成22年度ハンドボール教室
市立体育館　  387-6006　  387-6008

対　象　小学生

と　き　1月25日、2月8日、15日、

22日、3月1日、8日、15日、22日

の火曜日　16時～17時30分

ところ　市立体育館

内 容　体を動かす遊び、ボー

ルを使う遊び、ハンドボー

ルの基礎とゲーム、スポー

　ツを通じての人間形成とあ

らゆるスポーツに通用する

運動能力の育成

参加料　3,000円(スポーツ保

険料600円含む)

申込み　1月12日㈬までに、参

加料を添えて市立体育館へ

県営鈴鹿スポーツ
ガーデン｢初泳ぎ｣
県営鈴鹿スポーツガーデン

　  372-2250　  372-2260
　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

対　象　連続して100m以上泳

げる方(小学生は保護者同伴)

と　き　1月2日㈰　11時から

ところ  県営鈴鹿スポーツガー

デン水泳場50mプール 

内　容　1人またはチームで2

時間11分泳ぎます。

定　員　40チーム(応募多数

の場合は抽選)  

参加料　1人1,000円 

申込み　12月15日㈬までに、直

接またはファクスで県営鈴鹿

スポーツガーデンへ

※当日11時からおしるこを振る舞

います(なくなり次第終了)。

 市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ 
〒513-8701（住所不要）　 382-9004　　 382-7660

http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

　

鳥獣被害について 農林水産課　  382-9017　  382-7610
　　　　　　 norin@city.suzuka. lg. jp   

　このコーナーでは、インターネットや郵送などにより届けられ

た皆さんの意見や提案と、それに対する市の考えを紹介します。

　　農作物への鳥獣被害(サル、イノシシ、

シカ、カラス)が年々増加していますので、

その対策方法を教えてください。

　　被害対策については、鳥獣の種類や地

域の状況などによりとるべき対策が異な

りますが、基本は住民主体の集落ぐるみの

取り組みであり、地域と行政が連携し、そ

の対策に取り組むことが重要です。

　被害に遭わないような集落の環境づく

りのため、まず、鳥獣の生態や習性を学ん

だ上で対策を行っていただくことが効果

的ですので、ご希望があれば、鳥獣害対策

勉強会を開催させていただきます。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 


